経験不問・
年齢制限のある
※資格が必要な場合があります。

事務

発行日:1月5日
12月26日～1月5日
受理求人

最新！

お問い合わせは…ハローワーク梅田まで！
電話 06-06-6344-8609 42#
大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第２ビル１６階
ハローワーク梅田の営業時間は…平日 8：30～19：00

土日祝10：00～17：00 （年末年始休み）

平日17：15以降及び土日祝はパソコンによる求人検索及び紹介業務のみ。雇用保険手続き、訓練、求人関係業務の取り扱いはあ
りません。
1 広告宣伝事務

2 一般事務・庶務

3 一般事務職（住宅リフォーム）

会議やプレゼンテーション資料作成など 様々
な形でのバックアップをしていただきます。ＩＴ業
務（ＨＰデザイン、広告、パース作成など）も担
当していただきます。 ＜具体的業務内容＞ 電
話対応、営業資料作成、会議資料作成 ＨＰ、
広告、カタログデザイン、パース作成 その他事
務所内庶務

＜一般事務・庶務＞ ・名刺・消耗品発注
等 ・予算管理・売上管理 ・営業関係書類・
各種報告書類の作成 ・交通費・旅費精算
その他庶務

〈一般事務（住宅リフォーム）〉 ・売上集計
・電話、来客応対 ・資料作成など ＊パソ
コン入力（簡単なエクセル入力）できる方

資格・経験 パソコンレベル（無くとも可）

資格・経験

250,000円～500,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 あり
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
時間外
(2) 9時00分～17時00分
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 107日

206,500円～254,500円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:30歳以下
賞与 年2回4.70月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時20分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 126日

170,000円～170,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
10時間
週休２日制 毎 週
休日 水日祝他
年間休日数 123日

株式会社 ハマキャスト

日本電子 株式会社

株式会社 リブ・ヤマグチ

資格・経験

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔｏｆｆｉｃｅ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ、ｐｈｏｔｏｓｈｏｐの使用経験 （実務未
経験ＯＫ）

資本金 10000万円
従業員数 49人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 202881
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 1003774万円
従業員数 2,976人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ線新大阪駅下車徒歩５分
求人番号13150- 424281
1月5日受理求人
現在の応募者数1人

パソコン入力（簡単なエクセル入力）

資本金 3000万円
従業員数 51人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四ツ橋駅下車徒歩１分
求人番号27030-47076771
12月27日受理求人
現在の応募者数0人

4 事務社員（正社員）

5 一般事務（化粧品）

6 一般事務（大阪市北区梅田）

＊伝票入力 ＊電話応対 ＊一般事務
＊その他

＊海外化粧品の輸入業務を代行する会社です
＊仕事内容 ・輸入化粧品の成分チェック、
データ入力 ・商品撮影 ・ラベル原稿作成 ・検
品作業 など、化粧品輸入時のチェックをする仕
事です ＊ｈｔｔｐ：／／ｋａｚｕｋｋ．ｊｐ 関連会社ｈｔｔ
ｐ：／／ｋａｔａｓｅｋｋ．ｊｐ

・電話対応 ・簡単な経理事務（諸経費の支
払い清算等） ・伝票処理、請求対応 ・社
内システム入力 ・来客対応 ・製品取付日
程の調整

資格・経験

エクセル・ワードの基本操作の出来る
人 事務経験者優遇

資格・経験

＊パソコン（エクセル等）使える方 タッチ
タイピングできれば尚良

資格・経験

パソコン基本操作要 （Ｅｘｃｅｌ，Ｗｏｒｄ）

187,200円～249,200円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

186,000円～196,000円
年俸（月額）
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:27歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
16時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日

170,000円～230,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 8時35分～18時00分
時間外
15時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 120日

日光物産株式会社

株式会社 ＫＡＺＵ

株式会社 日本トリム

資本金 1000万円
従業員数 60人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線本町駅下車徒歩３分
求人番号28040- 441981
12月28日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 300万円
従業員数 8人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄長堀橋駅下車徒歩１分
求人番号27030-47097371
12月28日受理求人
現在の応募者数2人

資本金 99259万円
従業員数 338人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩３分
求人番号27020- 1333281
1月5日受理求人
現在の応募者数5人

7 経理事務

8 経理・人事事務

9 営業事務

・電話対応、来客対応 ・請求書発行作業
・仕訳入力（弥生会計）ならびに出納作業
・パソコン（ワード・エクセル）を使用した
データ入力、 資料作成

経理・人事部門での業務です。 ・小口現
金管理、入出金処理 ・入退社の手続き・
社会保険手続、電話応対等 その他経理
業務を行っていただきます。 （ワード・エク
セルの基本的なＰＣスキルをお持ちの方）

・受注事務及び売上管理 ・パソコン（エク
セル・ワード）での入力作業等

資格・経験 簿記３級以上あれば尚良し

資格・経験

180,000円～250,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
15時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 110日

200,321円～300,482円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 あり
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
20時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

200,000円～250,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:40歳以下
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
10時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 105日

株式会社 中川工務店 大阪支店

株式会社 拓洋

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 9600万円
従業員数 82人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 谷町線東梅田駅下車徒歩８分
求人番号27020- 711381
1月4日受理求人
現在の応募者数2人

基本的なＰＣスキルをお持ちの方 簿
記３級以上

資本金 1000万円
従業員数 70人
就業場所 : 福島区
最寄駅 :
求人番号27020- 2020781
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験 パソコン操作

資本金 30001万円
従業員数 290人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄松屋町駅下車徒歩２分
求人番号27030-47123871
12月28日受理求人
現在の応募者数3人

10 営業事務

11 営業事務（大阪支店）

12 営業事務（本社）

ＰＣでの売買伝票入力 注文の受発注 請
求書の作成 納入先への問合せ 郵便物送
付、電話応対 お茶出し他 ＊未経験の方
でも親切に指導します。 ※※急募※※

契約台帳入力作業 営業書類に関係する
書類の入力作業 営業スタッフの補助業務
電話での営業に係る問い合わせ対応 電
話応対、及び来客時の対応、お茶出し等
※パソコンによる業務に対応していただく
事が求められる仕事です

＜営業事務（本社）＞ ＊オフコン・パソコン入力
＊電話応対 ＊来客対応 ＊伝票整理 ＊受発注業
務 ※パソコンを使用することの多い業務です。
【若者応援宣言企業】 ※ハローワークの求人情報
提供パソコンおよび大阪労働局 ホームページで
事業所ＰＲシートを見ることができます。

資格・経験 不 問

185,000円～230,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:27歳以下
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
10時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

※エクセル・ワード等簡単なパソコン操作
資格・経験 ※事務職経験あれば尚歓迎
190,000円～235,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回3.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
10時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

十全 株式会社 大阪支店
資本金 7330万円
従業員数 56人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 淀屋橋駅下車徒歩３分
求人番号27010-84463671
12月26日受理求人
現在の応募者数12人

資格・経験 パソコン（入力）操作

177,710円～186,500円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:34歳以下
賞与 年2回3.23月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
5時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 125日

明道メタル 株式会社
資本金 38100万円
従業員数 197人
就業場所 : 西区
最寄駅 :
求人番号15110- 103181
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

株式会社 関薬
資本金 2100万円
従業員数 68人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄肥後橋駅下車徒歩７分
求人番号27030- 232681
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

13 営業事務／金属表面処理薬剤の分析装置販売に携わる事務他

14 営業事務

15 営業事務

≪営業事務≫ 受発注処理、見積書、在
庫管理 営業補佐、電話・来客対応、荷受
け雑務等 ＊パソコン操作（ワード・エクセ
ル・メールなど） できることが必要です。

＊取引先との受発注並びに電話・メール対応
＊パソコン（ワード・エクセル等）を使用したデー
タ入力、 資料作成 ＊社内庶務業務 ＊来客対
応 【若者応援宣言企業】 ※ハローワークの求
人情報提供パソコンおよび大阪労働局 ホーム
ページで事業所ＰＲシートを見ることができます

・ＰＣ（販売管理システム）での受発注、仕入、売上処
理 ・納期管理、在庫管理 ・エクセルによる見積書作
成、営業のサポート等 ・書類整理、簡単な資料発送
・電話応対（納期・商品問合せ、在庫確認等） ・来客
応対（お茶出し、接客、商談等） ・清掃、買い出し ※Ｐ
Ｃ操作は基本操作が使えればＯＫです。

資格・経験

パソコン操作（ワード・エクセル・メー
ルなど）

資格・経験

日常会話レベルの英語力

資格・経験

（簡単なパソコン操作エクセル、ワード
など）

180,000円～230,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回3.50月分
勤務時間 (1) 8時45分～17時30分
時間外
4時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 123日

170,000円～300,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:34歳以下
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
(2) 9時00分～17時30分
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 107日

156,000円～202,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:30歳以下
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 8時45分～17時45分
時間外
20時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
年間休日数 120日

株式会社 三栄商会

株式会社 テクノーブル

ケイテック 株式会社

資本金 1000万円
従業員数 11人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄中央線阿波座駅・九条駅下車徒歩１０分

求人番号27030-47109171
12月28日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 4500万円
従業員数 60人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四ツ橋駅下車徒歩１分
求人番号27030- 727681
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 2000万円
従業員数 10人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線東三国駅下車徒歩１０分
求人番号27060- 917881
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

2事務 ・経験不問

